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受　　付

開催時間

最終ページへ
続く

10月24日（土）　10：00～12：00

○プログラム

長岡大学　学生食堂

ボランティアトークセッション
コーディネーター　佐竹直子氏

ボランティア見本市　
ボランティア一芸講座

会 場 無料参加費

日時

来て！ 見て！ 聞いて！ ボランティア

お問い合わせ

10月24日（土）　13：30～15：30

○プログラム

長岡大学　217教室

第一部　講演会　
　　　　講師　松本和明
　　　　　　　　長岡大学教授

第二部　パネルディスカッション

ＴＥＬ.0258-39-1600

悠久祭公式ツイッター
最新情報更新中！ ＠y9f14

住所：940-0828
　　 新潟県長岡市御山町80-8

長岡大学悠久祭実行委員会（長岡大学教務学生課）

会 場 無料参加費

日時

地域活性化シンポジウム「長岡市東部地域の活性化に向けて」

申込締切

10/21（水）
長岡大学
地域連携研究センター
ＴＥＬ.0258-39-1600（代）
ＦＡＸ.0258-39-9566
当日参加も歓迎します。

入場無料
申し込み不要
お気軽に、

お越しください

第14回悠久祭　タイムスケジュール

～急ごう 祭と経済は待ってくれない～つながLINK

●「トレジャーハント～長大七不思議編～」は両日開催です。

※雨天時は屋外イベントを2階学生ホールで実施します。本部テント

24日 10：00～16：00／25日 10：00～15：00
■癒しの音色　秋の二胡コンサート

伊丹 弘子（長岡市在住）

■劇団アニメ座ライブ！

詳しい内容はＨＰへ！
「長岡大学悠久祭」

de 検索！

R藤本、こりゃめでてーな伊藤、
セブンbyセブン玉城 ■トレジャーハント ～長大七不思議編～

■日常の経済○×ゲーム

第14回悠久祭
マスコット

キャラクター
リンくん

やって つながる見て つながる

24
（土）

25
（日）

25日 13：00～14：00
24日 11：00～11：30 25日 12：30～13：00

24日 10：00～16：00 25日 10：00～15：00

24日 14：00～15：00江辺 玲子（燕市在住）

11：00～11：30

日常の経済○×クイズ
屋外ステージ会 場

11：30～12：00

ラムネ早飲み大会
屋外ステージ会 場

13：00～14：00

クラウン ZENによる
パフォーマンスショー 第一部

屋外ステージ会 場

14：00～15：00

癒しの音色　
秋の二胡コンサート

1号館
 2 階学生ホール

会 場

11：00～11：30

クラウン ZENによる
パフォーマンスショー 第一部

屋外ステージ会 場

11：00～11：30

悠久太鼓演奏会
屋外ステージ会 場

11：00～12：00

巨大トランプで神経衰弱
屋外ステージ会 場

12：30～13：00

日常の経済○×クイズ
屋外ステージ会 場

13：00～14：00

劇団アニメ座ライブ！
217教室会 場

14：00～15：00

巨大トランプでスピード
屋外ステージ会 場

まちなかキャンパス長岡運営協議会のメンバーには、長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長
岡工業高等専門学校が参加しています。どの学校もそれぞれ違った特色があります。実際に学校に行って
みて、その特徴を感じてみましょう！今月号では誰でも参加できる長岡大学学園祭を紹介します。

キャンパスに来てみませんか？

第14 回長岡大学悠久祭
10月24日［土］ 10：00～17：00・25日［日］10：00～16：00

平成26年度悠久祭の悠久祭の様子

イベントの一部を紹介
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10月になると格段に涼しくなり、秋を感じずにはいられません。まちキャンも学びの秋…まちなか大学や市民プロ
デュース講座などなど、楽しい講座が目白押しです。芸術や食、スポーツもいいけれど、まちキャンで頭に知識の肥
やしをあげてください。

11月号に
つづく

私たちはまちなかキャンパス長岡を応援しています。（協賛金口数順・五十音順）
アクシアル リテイリング株式会社、日本精機株式会社、朝日酒造株式会社、安達紙器工業株式会社、岩塚製菓株式会社
株式会社大光銀行、株式会社第四銀行、長岡グランドホテル、中川酒造株式会社、北越紀州製紙株式会社、株式会社北越銀行

◎無料保育サービス（6ヶ月～未就学）があります。希望される方は、講座日の10日前までにまちなかキャンパス長岡までご連絡ください。
◎キャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。材料費がかかる講座をキャンセルした場合、材料費を負担いただくことがございます。
◎（まちなかカフェのみ）事前申し込みされた方が講座開始後5分経過しても来られない場合、当日申し込みの方を優先いたします。
   事前申し込みがない方でも、ご自由に見学できます。

トリック写真のアイデアや、自然の光を使ってきれいに写真を
撮るコツを教えてもらい、実際に撮影に挑戦しました。気分は
さながらプロカメラマン! みんなのアイデアで、ユニークな作
品がたくさんできました。ぜひ学校で自慢してくださいね!

電話またはまちなかキャンパス長岡ホームページよりお申し込みください。お申し込み

注意事項

協賛企業

開校式・記念講演会

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp

休館日 10/6（火）、20（火）

時間 内容 講師日程

19:00-20:30

16:00-17:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
10:00-12:00
14:00-15:30
9:45-13:30
19:00-20:30
19:00-20:30
10:00-12:00
13:30-16:00
10:30-11:30
19:00-20:30
19:00-20:30
9:00-13:00
14:00-16:00
10:30-11:30
14:00-16:00
19:00-20:30
19:00-20:30
10:00-12:30

10/ 1（木）

10/ 4（日）

10/ 5（月）

10/ 7（水）

10/ 8（木）

10/ 9（金）

10/10（土）

10/11（日）

10/12（月・祝）

10/14（水）

10/15（木）

10/17（土）

10/18（日）

10/21（水）

10/22（木）

10/24（土）

10/25（日）

10/26（月）

10/29（木）

10/31（土）

まちづくり市民研究所 第2期成果報告会

長岡野菜入門講座－これであなたも長岡野菜通－
③これが長岡野菜!－16品目が選ばれた理由－
私たちの生活を支えるインフラ
②大河津分水－インフラを造った人々－
災害時に必要な市民のチカラを考える
③子供たちの未来を育むチカラ

災害時に必要な市民のチカラを考える
②市民による防災活動のチカラ

色の見え方、感じ方

アカペラ体験講座
①声を重ねてハーモニーを作ろう
女性鍼灸師による女性のためのセルフはり・きゅう講座
①パイオネックス（置き鍼）で美肌セルフケア
食欲と知欲の秋!
ー学んで掘って秋野菜満載ビュッフェー
私たちの生活を支えるインフラ
③あくなき自然との闘い
災害時に必要な市民のチカラを考える
④企業が取り組む災害支援のチカラ

まちキャンボランティア企画講座
知って楽しい長岡 ④金峯神社現地巡り

アカペラ体験講座
②マイクを使ったパフォーマンス

私たちの生活を支えるインフラ
④“造る”から“維持管理”へ －社会の持続的発展を考える－
災害時に必要な市民のチカラを考える
⑤災害時に外国人を助けるチカラ

アカペラ体験講座
③自分たちでアカペラグループを組んでみよう

私たちの生活を支えるインフラ
⑤長生橋を見に行こう

親子で育てよう！からだの根っこづくり
②かんたん！オモシロい！ －あそびながら育てる根っこづくりのヒント－

どっぷりつかろう、村上春樹ワールド

ファシリテーション入門講座 －話し合いの舵を取れ!－
①ファシリテーションとは？

長岡野菜入門講座 －これであなたも長岡野菜通－
⑤美味しさを引き出す調理法

親子で育てよう！からだの根っこづくり
①どうして姿勢が悪い？運動オンチ？ －発育発達過程に隠されたヒミツ－

まちなかカフェ まちなか大学 市民プロデュース10月の催しもの ボランティア
企画講座

知・徳・体は、教育の目指す三つのカテゴリーです。知はノーベル賞、体はオリンピックがゴールとしてよく

知られていますが、徳に関してはイメージできるものがありません。しかし、昨今の社会状況を考えると、

徳の教育の必要性はますます重要度を増しています。栃木・茨城での水害後の無人家屋からの窃盗や

高齢者を狙った劇場型詐欺、警察官による不祥事など枚挙にいとまがありません。生まれた意味を考え、

志を持つ人間の育成は喫緊の課題ではないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　

知・徳・体羽賀学長の

まちキャン徒然日記
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長岡野菜ブランド協会
会長 鈴木圭介
日本大学
准教授 阿部貴弘
NPO法人ふるさと未来創造堂
常任理事兼事務局長 中野雅嗣
長岡造形大学
教授 鈴木均治
長岡市アカペラサークル「ハモろう亭」
代表 荒木隆幸
鍼灸師 小林銘子
有限会社グリーンフィールド岩野
丸山豊

会場：深沢・宮本

長岡技術科学大学
教授 下村匠
一般社団法人 長岡青年会議所 水澤元博

蔵王堂城史跡を守る会 会長 福田弘
ボランティアガイドの会 会長 堀口晴夫

公益社団法人中越防災安全推進機構 河内毅
中越市民防災安全士会 　　　　岸和義

長岡市アカペラサークル「ハモろう亭」
代表 荒木隆幸

コンディショニングトレーナー
内山麗子
長岡技術科学大学
准教授 宮下剛
長岡市国際交流センター
センター長 羽賀友信

長岡野菜生産者
長岡市アカペラサークル「ハモろう亭」
代表 荒木隆幸

長岡技術科学大学
准教授 宮下剛

コンディショニングトレーナー　
内山麗子

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
理事 佐竹直子
長岡技術科学大学
准教授 若林敦
料理愛好家 本山れい子

長岡野菜入門講座 －これであなたも長岡野菜通－
④こだわりの畑を見る －秋野菜コース－

会場：長生橋

会場：グリーンフィールド岩野

Topic

7月・8月は小学生にとっては待ちに待った夏休み。遠くへ出かけたり虫捕りをしたり、楽しいことがたくさん
あったことでしょう。
まちキャンでも、子どもたちの興味の幅を広げ、普段できないことを経験してもらおうと、夏休み期間に
小学生を対象とした「こども講座」を開催しました。
芸術の講座、体を動かす講座、理科実験の講座…。どの講座でも子どもたちは全力投球。今年開催さ
れた13のこども講座の中から、ほんの少しだけ様子をご紹介します。

Topic

1

2
11月14日(土)、まちキャン栃尾分校が開校します。分校は、まちキャンに足を運ぶことが難しい地域の皆さん向け
に、地域独自で講座を開催していくものです。この度、支所地域で初めて栃尾地域に栃尾分校が開校することに
なりました。開校式と記念講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。

栃尾・小貫地区の出身で、現在のアサヒビール阪神電鉄の創業に携わるなど、関西の産業界の
発展に大きく貢献した外山脩造の活動をふりかえるとともに、深く交流した渋沢栄一や栃尾地域
の人びととの関係を解説します。

学校で話したくなる！ みんなでたのしむ芸術写真
ゲスト：長岡造形大学 教授 阿部充夫

ゲスト：長岡造形大学 教授 後藤哲男
虫亀宝物館 館長 若槻   敬

ロープワークや落ち葉の点火など、サバイバル術をゲーム形式
で体験しました。子どもと大人のチームに分かれて対決し、ど
ちらのゲームも優勝したのは大人チーム…。社会の厳しさを学
んだ…のかな? お昼には牛乳パックとマッチを使ってホット
ドックを! 味も格別でした。

小さくたって一人前！ ゲームで体験サバイバル
ゲスト：ボーイスカウト長岡１団　ボーイ隊 隊長小林裕人

「やまこし復興交流館おらたる」で震災復興について学んで、 
山古志の野菜を使ったお弁当を食べて、大きな闘牛に触って、
伝統玩具「木牛」を作って……。盛りだくさんの
一日でした。地域の皆さんに手伝ってもらいな
がら、かわいい木牛が出来上がりました。

「ろうけつ染め」と「スライムづくり」に挑戦しよう
講師：長岡工業高等専門学校　非常勤講師 丸山一典

まちキャンボランティアスタッフが企画した講座。定年退職し
た教授の皆さんが講師です。布を色が混ざらないように染め
る技法「ろうけつ染め」。スライムづくりに挑戦しました。スライ
ム遊び、ろうけつ染めもきれいに仕上がり、良い思い出となっ
たようです。

山古志の牛を見て ｢木牛｣を作ろう

講師：長岡大学教授　松本和明

無料100名（先着） 栃尾産業交流センター おりなす　定員 受講料 会 場

申込開始

10/13（火）～
※電話・HPで

もくぎゅう

栃尾分校が開校します

こども講座　今年も大盛況でした

日時：11月14日（土）　13：00～15：00

外山脩造の活動とその周辺
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11月のまちなかカフェ

みなさんの

活躍を

期待して

います。

スパルタ式！ゆるキャラの育て方
今やどこへ行っても地域おこしや観光イベントなどのPRに登場する「ゆるキャラ」。長岡市も各
地域のゆるキャラが出そろい、ここからゆるいけれど激しい生存競争（？）が始まります。これか
らのゆるキャラの可能性やゆるくない活用方法など、ゆるキャラの未来を占ってみましょう。

学びで得た知識や経験を、まちづくりや身近な地域課題
の解決に活かす「まちづくり市民研究所」。その第3期が
スタートし、9月26日(土)に市民研究員委嘱式を行いまし
た。公募で集まった14名の市民研究員に委嘱状を手渡
しました。
第3期のテーマは「食の資源循環で長岡を元気に！」。姫
野修司長岡技術科学大学准教授と西俣先子長岡大学
准教授の2人のディレクターのもと、工学や経済の視点
から環境や農、食について多角的に研究していきます。
市民研究員からは「今のさまざまな問題・課題を正すの
が循環だという思いで参加した。何か楽しいことが1つで
もできたらいい」「昔学んだことを思い出し、ワクワクす
る」など、これからの研究への想いや期待がうかがえまし
た。これから1年間の活躍を期待しています。

株式会社タカヨシ経営企画室
室長

11/11
19：00～20：30

（水）

佐々木聰

乗り物のデザインが生まれるまで ーHonda三現主義ー
クルマのイメージが強い「Honda」ですが、モーターサイクルや除雪機などの汎用製品か
ら、最近ではジェット機まで、いろいろな動力機器を創り出しています。その中から意外
な製品のデザインにまつわるお話を、デザインスケッチの実演を交えながら紹介します。

長岡造形大学
教授

11/18
19：00～20：30

（水）

斎藤和彦

各500円（1ドリンク付）各20名（先着） まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場　定員 受講料 会 場

桐子を探せ。
桐＝タンスというイメージはもう古い！軽くて温か、そして柔らかい桐は、現在さまざま
な用途でその特性を活かした製品が作られています。実は杉よりも成長が早く、環境
にも優しいのです。住環境やインテリアをはじめとした、現代のライフスタイルにマッ
チした桐の新しい魅力を紹介します。

株式会社イシモク
代表取締役社長

11/19
19：00～20：30

（木）

山口智子

NHK大河ドラマ『真田丸』を100倍楽しむ方法
2016年のNHK大河ドラマは眞田幸村。六文銭の旗印に赤備え、大坂の陣で家康を
追いつめた、戦乱の世の最後の名将です。大河ドラマ誘致の立役者から、ドラマの前
に知っておきたい幸村の生涯、放映に至る経緯や裏話などを伺います。これで大河ド
ラマが断然楽しくなること間違いなし！

（土）

『NHK大河ドラマ日本一の兵
眞田幸村公』
放映の実現を願う会
城下家老

11/21
14：00～15：30

宮下省二

ひのもといち

つわもの

世界に誇れる食文化 －収穫から料理まで！冬野菜を満喫－
長岡野菜である体菜の塩漬けは、寒い冬を越すための先人の知恵の結晶。世界に誇れる保
存食です。若手農家と体菜を収穫し、プロが教える簡単塩漬け講座を開催。地元人気シェ
フが教える、体菜を使った料理教室も！最後は美味しい長岡の冬野菜ランチを堪能します！

（日）
9：30～14：00

長岡やさい耕房株式会社
代表

11/22

竹内剛
Sho Suzuki Inc.
オーナーシェフ鈴木将

20名（先着）定 員 下山 ほか会 場

軍手、長靴、防寒具持 物
1,500円材料費

申込開始

10/13（火）～
※電話・HPで

Topic
3

まちづくり市民研究所

第3期スタート！



4

直江兼続は、上杉景勝のもとで執政として活躍した人物として知られています。なぜ直江兼
続は上杉景勝のもとで活躍できたのでしょうか。直江家三代（直江景綱・信綱・兼続）が、上
杉謙信や上杉景勝の権力のなかでどのような立場にあったのかを考えます。

直江家三代と上杉家 ー直江景綱から兼続へー

新潟県立歴史博物館
主任研究員

11/13
19：00～20：30

（金）

前嶋敏

2

上杉謙信の「旗本之奉行」といわれる河田長親は、近江国（現在の滋賀県）出身という異色の
経歴の持ち主で、栖吉城の城主でもありました。そんな河田長親と、彼に従って上杉謙信軍
の一翼を担った古志のサムライたちの動向を通じて、謙信政権の特質を探ります。

仙桃院は上杉謙信の姉であり、上杉景勝の母として知られる女性です。また、おせんは直江
兼続の妻で、与板・直江景綱の娘です。戦国の時代を生きたこの二人にスポットを当て、古
文書や画像、系譜を読み解きながら、上杉家のなかで女性が果たした役割を考えます。

河村彦左衛門尉は直江兼続配下の与板衆に属し、16世紀末の越後・佐渡等において年貢
徴収や検地などの実務を担当した人物です。有能な実務官僚をイメージさせる河村ですが、
その素性については、いまだ明らかにされていません。一体何者なのか、その謎に迫ります。

河田長親 ー謙信政権の特質を探るー

長岡市立科学博物館
学芸係長 広井造

11/20
19：00～20：30

（金）

仙桃院とおせん ー上杉家の女性たちー

福原圭一
上越市公文書センター
公文書管理係長

11/27
19：00～20：30

（金）

追跡！河村彦左衛門尉 ー上杉領で検地を行った男ー

田中聡
長岡工業高等専門学校
教授

12/4
19：00～20：30

（金）

3

4

5

定員 30名（先着）

まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場

国旗を楽しく学ぼう！ －国旗からその国の歴史・文化を知る－

国旗に関心をもとう！
11/5
19：00～20：30

（木）
1

2

ニュースやバラエティ番組、そして世界陸上などスポーツ番組にも登場する国旗。なんとなく見過ご
していませんか？国旗の意義も含めながら、2回の講座を通して200の国旗を紹介します。クイズも
出題しながら、国旗の面白さに触れてもらいます。

国の「顔」である国旗。国旗は国家の象徴であり、その国の歴史や文化を如実に表しているものも少
なくありません。似ている国旗、長方形ではない国旗、面白いモチーフの国旗など、ユニークな
国旗をさらに紹介します。

国旗をもっと深く知ろう！
11/12
19：00～20：30

（土）

新潟クイズ研究会　山崎光男講 師

11月の市民プロデュース講座

場 所

申込開始

10/13（火）～
※電話・HPで

戦国の世を生き抜き、全国政権の中枢を担っていった上杉氏。謙信・景勝の領国経営を支えた補
佐役・側近・実務官僚、そして女性たちを視点に、歴史的なプロジェクトに取り組んだ「挑戦者たち」
の姿に迫ります。越後・佐渡の中世史の実像を、歴史資料から探る講座です。

5回で3,000円定員

ねらい

受講料 会 場30名（先着）

『新潟県史』『長岡市史』『上越市史』『与板町史』などの市町村史、『知っておきたい新潟県の歴史』新潟日報事業社、
『定本 上杉謙信』高志書院、『直江兼続』高志書院など

まちなかキャンパス長岡 3F 301会議室

歴史のなかの「地上の星」 ー戦国・上杉家編ー

戦国・上杉家の「ナンバー２」 ー謙信・景勝を支えた人びとー
戦国時代の上杉家は、どのような家臣たちに支えられていたのでしょうか。本講座のプロロー
グとして、合戦・内政・外交などの戦国時代のさまざまな課題に、上杉謙信・上杉景勝ととも
に取り組んだ家臣団の姿、名簿や手紙などから全体的に眺めます。

（金）11/6
19：00～20：30

長岡市立中央図書館 文書資料室 
室長 田中洋史

1

【5回連続講座】

11月のまちなか大学
申込開始

10/13（火）～
※電話・HPで


